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ライオニズムを大切に！仲間とともに We Serve
会長挨拶
９月２８日ＣＮ５０周年式典・祝宴が終了
しました。メンバー皆様ご苦労様でした。
保坂世田谷区長様をはじめ多くのご来賓の
方々、鈴木ガバナー並びに山田国際第２副会
長をはじめライオンズクラブメンバーの方々
総勢４６８名のご出席をいただきましたこと
改めて心よりお礼申し上げる次第です。無事
に終了したのかどうか。これは、皆様がそれ
ぞれ思うことで、私自身は、反省することば
かりで、ライオンズクラブメンバーとして勉
強不足な点が数多くありました。これから勉
強していかなければならないと思うばかりの
ＣＮ５０でした。また新たに意識を高めてい
きたいと思います。
「なせば成る 為さねば成らぬ何事も 成
らぬは人の為さぬなりけり」
（上杉鷹山）とい
う言葉がありますが、まさにこの言葉で残り
の会長職を全うしたいと思います。
１０月は１０Ｒ合同ライオンズデーアクテ
ィビティ（６日終了）から始まり、９日（水）
は第１例会、１２日（土）１４日（月）第１
３回全国障害者スポーツ大会支援、１９日
（土）２０日（日）世田谷未来博、２３日（水）
講師例会、２７日（日）わんぱくまつり支援・
都庁広場にて子供宣言集会と例会・アクティ
ビティが続いています。内容を詳細に把握し
て高い意識で臨みたいと考えています。自分
自身のためだけでなくクラブ繁栄のためにも
大切なことと言い聞かせていきたいと思って
います。
「ライオニズムを大切に 仲間と共にＷｅ
Ｓｅｒｖｅ」で、ご協力をお願い致します。
（Ｌ西山和範）

トピックス
★９月２８日ＣＮ５０記念式典・祝賀会が
開催されました。有難うございました。

◎ 次回 理事会・例会等のご案内

★１０月９日（水）
第５回

於：銀座アスター

理 事 会

１７：３０～１８：２０
12１2 回 例 会 １８：００〜２０：３０
二次会
２１：００〜

ＣＮ５０振り返り例会
１０月第１例会は、9 月 28 日に開催されたＣＮ
５０記念例会につきまして振り返りを行います。
本日は二次会も予定されています。会場が銀
座アスター三軒茶屋賓館となっておりますの
でお間違えなきようにお願い申し上げます。

★１０月２３日（水）
第６回

於：目黒雅叙園

理 事 会

１７：３０～１８：２０
会 １８：００〜２０：４０

第 1213 回 例
講師例会を予定しております。
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第１２１１回・９月第２例会(ＣＮ５０記念式典)報告 ９月２８日

於 目黒雅叙園

出席者 西山会長、L 藤原、L 福島、L 古瀬、L 畠山、L 東村、L 今尾、L 石上、L 磯辺、
L 岩瀬、L 桂、L 亀川、L 木下、L 小塚、L 小暮、L 西岡、L 宮崎大二郎、L 宮崎宏之、
L 諸見里、L 村井、L 中村謙介、L 中村信行、L 越智、L 小野一郎、L 小野景彦、L 大竹、
L 老田、L 佐々木、L 進藤、L 白石、L 庄司、L 杉村、L 須藤、L 鈴木、L 高橋、L 田中、
L 手塚、L 臼井、L 山本、L 吉崎、阿部幹事
Ｌ藤原奥様、Ｌ畠山奥様、Ｌ今尾ご家族２名、Ｌ磯辺奥様、Ｌ小暮奥様、Ｌ佐々木ご家
族２名、Ｌ進藤奥様、Ｌ白石奥様、Ｌ臼井奥様、Ｌ山本奥様、Ｌ吉崎ご家族２名
（メンバー４１名、ご来賓多数、計４６８名）
1.

第１２１１回９月第２例会（ＣＮ５０記念式典・祝賀会）
が、９月２８日（土）、１８：００より目黒雅叙園「舞
扇」にて開催されました。一年以上前からさまざまな準
備を経て開宴となったわけですが、収容人数４７０名の
部屋に４６８名とほぼ満員の形で開会となりました。

2.

第一部式典では、幹事Ｌ阿部鉄平とＬ佐々木まどかの司
会により進行されました。まず、会長Ｌ西山和範の開会
のゴングに続き全員で国歌とライオンズヒムを斉唱し、
物故ライオンを偲んで黙祷を捧げました。

3.

続いてご来賓のご紹介をＬ小塚貞裕が行いました。ご来
賓は、世田谷区長保坂展人様、ライオンズクラブ国際協
会国際第２副会長山田實紘Ｌほか４００名強、そのうち
３３０－Ａ地区以外のライオンズメンバーも１１７名
がご来賓として参加されましたので、多くはご来賓名簿
によるご紹介とさせて頂きました。そして、スポンサー
クラブである東京ＬＣと、本日例会振替頂いた１０Ｒ２
Ｚの東京田園調布ＬＣ・東京玉川ＬＣ・東京成城ＬＣ・
東京シティＬＣ・東京さぎそうＬＣ・東京三軒茶屋Ｌ
Ｃ・東京自由が丘ＬＣの７クラブが紹介されました。

4.

歓迎の挨拶を西山会長が行いました。西山会長は最初に
手話で「私の名前はＬ西山和範です」と自己紹介したの
ち、多数の来会者への謝意を表し、また先輩方が多くの
アクティビティ、なかでも青少年育成活動を中心に行っ
てきたこと、これを受けついで若いメンバーが活発に活
動して若い息吹を吹き込んでいること、今後も青少年育
成を継続していくことを話されてご挨拶とされました。

5.

続いて、ご来賓の皆様のうち、４名様からご祝辞を頂戴
しました。最初に世田谷区区長保坂展人様より世田谷区
の青少年育成への協力に対する感謝のお言葉を頂戴し
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ました。続いて３３０－Ａ地区鈴木定光ガバナー、ライ
オンズクラブ国際協会国際第２副会長山田實紘Ｌ、元国
際理事・元地区ガバナー・名誉顧問山浦晟暉Ｌからそれ
ぞれ、盛大な会への賛辞とともに、会員増強特に家族会
員増強へのご期待の言葉を頂戴いたしました。また国際
第２副会長山田實紘Ｌのご挨拶の中で、マデン前国際会
長からの感謝状が、５０周年会長であるＬ西山和範とＣ
Ｎ５０実行委員長であるＬ山本康弘に贈呈されました。
6.

ここで、多数頂戴した祝電の中から、内閣総理大臣安倍
晋三様と東京都知事猪瀬直樹様より頂いた祝電をご披
露ご紹介申し上げました。

7.

当クラブの結成時から現在までのアクティビティを約
１０分間にまとめた映像が披露されました。当クラブＬ
木下が編集し、ナレーションをＬ佐々木が担当した映像
では、結成時や過去の主なアクティビティの写真が紹介
された後、継続アクティビティ３件、ＣＮ４５以降にス
タートした新規アクティビティ８件、そして５０周年記
念事業である、南三陸町支援と植樹が披露されました。

8.

世田谷区教育委員会教育長 堀恵子様より感謝状の贈
呈及び謝辞を頂戴いたしました。

9.

ここで３０年以上在籍し、本日出席している４名のメン
バー、Ｌ臼井淳、Ｌ小暮邦夫、Ｌ西岡文博、Ｌ藤原利親
に対して記念品が贈呈されました。

10. 西山会長より閉会のゴングが鳴らされて１０分の休憩
となりました。
11. 第二部の祝宴では、Ｌ進藤義夫とＬ庄司里香の司会にて
進行いたしました。まず、祝宴の開宴の辞を第１副会長
Ｌ亀川賢一が述べさせていただきました。
12. 続いて、スポンサークラブである、東京ＬＣ会長
和夫Ｌより祝辞を頂戴いたしました。

山本

13. 乾杯・ウィサーブのご発声は、３３０－Ａ地区第１副地
区ガバナー塩月藤太郎Ｌに頂戴しました。
14. ここで目黒雅叙園の和食のお料理をお楽しみいただき
つつ、ご歓談の時間とさせていただきました。なお、Ｂ
ＧＭとして当クラブメンバーＬ杉村豊が所属するバン
ドＳＥＡ＆パパスにご演奏頂きました。
15. しばらく会食をお楽しみいただいたのち、司会のＬ進藤
がマイクを持ち、全国各地からお越しになったご来賓の
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皆様にフロアインタビューを行いました。まず、日本の
最も南からお越しになった３３７－Ｄ地区元地区ガバ
ナー識名安信Ｌからご挨拶頂き、続いて最も北からお越
しになった３３２－Ａ地区つがるＬＣ小山内金弥Ｌ、そ
して次に海外フィリピンからお越しになった３０１－
Ａ１地区マニラ・サンパロックＬＣ佐藤正夫Ｌにもご挨
拶頂きました。
16. 次に、前年に友好クラブを締結した、３３０－Ｂ地区山
梨アカデミーＬＣから元会長 松本善万Ｌに、そして３
３０－Ｃ地区川越つばさＬＣから元会長 沼田浩正Ｌ
にもご挨拶頂きました。続いて、アクティビティ関連で
お世話になっている、南三陸町の３３２－Ｃ地区南三陸
志津川ＬＣ元会長 小坂克己Ｌから、次に食育アクティ
ビティでお世話になっている３３３－Ｅ地区潮来ＬＣ
会長 荻敏夫Ｌにご挨拶頂きました。
17. ここでインタビュアーを幹事Ｌ阿部鉄平に交替し、１０
ＲＲＣ 野々晴久Ｌ、続いて１０Ｒ２ＺＺＣ重信眞一Ｌ
にもご挨拶頂きました。
18. 当クラブメインアクティビティの一つ、薬物乱用防止教
室の寸劇の実演をご覧いただきました。ナレーションは
Ｌ小塚貞裕、バイニン役にＬ石上真司・Ｌ吉崎英智、誘
惑される小学生にＬ進藤義夫が扮し、通常池尻小学校で
演じている寸劇を熱演いたしました。バイニンらしいサ
ングラスやカバン、小学生のランドセルや半ズボンなど
衣装や小道具にも凝った実演をご覧いただきました。ま
た、この日のために特別にＬ白石正美が考えたオリジナ
ルストーリーをバイニンＬ白石 vs 小学生 L 進藤（通行
人にＬ高橋辰三）の組み合わせで熱演させて頂きました。
19. 続いて、Ｌ杉村豊が所属する、ＳＥＡ＆パパスによる演
奏をお楽しみいただきました。
「That’s All」
「Tennesee
Waltz」とご演奏頂いたところで、東日本大震災復興支
援アクティビティを通じてご縁ができました南三陸町
出身のシンガー、ミキベイビー様にご登場いただき、ジ
ョイントの演奏で「Shizugawa（志津川）
」を熱唱頂き
ました。続いてチャリティコンサートでお世話になって
いる井上あずみ様にもジョイントして頂いて「さんぽ」
を歌っていただき、その後はＳＥＡ＆パパスの「Fly Me
To The Moon」を挟んで最後にミキ・ベイビー様・井上
あずみ様にも再登場いただいて全員で「上を向いて歩こ
う」を歌って演奏を締め括りました。
20. 会食のさなか、会場の中で他地区から来られた現役ガバ
ナーである３３０－Ｂ地区ガバナー川手寅平Ｌと、３３
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０－Ｃ地区元地区ガバナー大野元裕Ｌから、ご挨拶を頂
きました。川手Ｌと大野Ｌは世田谷ＬＣの活躍について
触れ、近い将来このクラブからガバナーを輩出すべきで
はないか、とご挨拶頂きました。
21. ライオンズローアは、世田谷ＬＣ全員が壇上に登って行
いました。ローアをリードしたのは、前期入会したばか
りの２９歳の最年少メンバーＬ高橋辰三でした。夜ごと
ローアの練習をして臨んだというＬ高橋の軽妙なご挨
拶と勇壮なローアに会場はこの日最大の拍手喝采とな
りました。
22. お礼の言葉を名誉実行委員長Ｌ諸見里清が行いました。
Ｌ諸見里は多数のご来賓の来会に対するお礼とともに、
当クラブから近い将来ガバナーを輩出するというご挨
拶をされて締め括られました。
23. 最後に会場で何重にも輪を作って頂き、手を取り合って
「また会う日まで」を全員で斉唱いたしました。ソング
リーダーはＬ藤原利親が勤めました。壮大な歌声のもと、
ＣＮ５０記念例会がお開きとなりました。全国各地から
多くの皆様にご臨席賜りましたこと、あらためて感謝申
し上げます。誠に有難うございました。
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１０Ｒ合同ﾗｲｵﾝｽﾞﾃﾞｰｱｸﾃｨﾋﾞﾃｨ盲導犬育成募金報告
出席者

１０月６日

阿部幹事、L 亀川、L 桂、L 諸見里、L 中村謙介、L 進藤、L 田中

１．１０月６日（日）、ＪＲ渋谷駅前にて、１０：３０から
１５：００まで１０Ｒ合同ライオンズデーアクティビテ
ィ「盲導犬育成街頭募金」が実施され、世田谷ＬＣから
は阿部幹事以下 7 名が参加しました。１０Ｒは２つのゾ
ーンで１８クラブあり、１時間半ずつの３つの時間帯に、
渋谷エクセルホテル東急前、モアイ像前、渋谷駅東口と
３カ所に分かれて２クラブずつが担当し、世田谷ＬＣは
東京神宮前ＬＣとともに１０：３０から１２：００まで
渋谷駅東口が担当でした。
２．「盲導犬育成のための募金活動にご協力お願いしま
す！」と声が遠くまで響くようにと、何度も声を張り上
げました。盲導犬（一部はＰＲ犬）も１か所に１匹ずつ
配置され、子供たちの目を引きます。子供たちは募金の
後、盲導犬に恐る恐る触ったりしていました。もともと
犬を飼っている方々は、自分の手のにおいをかがせて盲
導犬を安心させてから、身体をなでていたりました。
３．１２時で当クラブの担当時間は終了し、当クラブメン
バーは解散しました。午後２時半には鈴木ガバナーが回
ってこられて（都内でアクティビティを行っていた５か
所を回られたとのことです）、それぞれの担当部署で記
念撮影しました。この日の募金総額は、190,403 円との
報告を頂いています。皆様お疲れ様でした。
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於 渋谷
（計７名）

第４回障害者施設見学ツアー報告
出席者

１０月８日

於 区内障害者施設

L 庄司、L 進藤、L 西山関係者、当事者２名、家族１名、関係者１名（計７名）

１．１０月８日（火）
、第４回障害者施設見学ツアーを実施
しました。例年行われている東京三軒茶屋ＬＣとの合同
事業です。今回は当クラブからＬ庄司とＬ進藤のほか、
西山会長の関係者 1 名に加え、当事者２名、家族１名、
関係者１名の計７名が参加しました。
２．小田急梅ヶ丘駅改札に集合し、まず梅ヶ丘駅そばの、
生活介護／就労継続支援Ｂ型事業所「ウッドペッカーの
森」に向かいました。「ウッドペッカーの森」は区内唯
一の精神障害者系施設でネジの袋詰めなどの軽作業を
行っています。この日もネジ詰め作業の体験をさせて頂
きました。
３．次に小田急線千歳船橋駅のそばにある、就労継続支援
Ｂ型事業所「にゃんこの館」を見学しました。「にゃん
この館」も軽作業を中心とした下請け授産系施設ですが、
ドッグフードの封入やカレーチェーン店のチラシの折
り作業など複数の作業を行っていました。就労継続支援
Ｂ型事業所に移行して５年、現在では作業が切れること
もなく、工賃額も上がって来たとのことでした。
４．続いて東急世田谷線上町駅そばにある、居場所的な就
労継続支援Ｂ型事業所「ハーモニー」を見学しました。
「ハーモニー」は身体障害者との重複障害者を受け入れ
ているほか、「幻聴妄想カルタ」などのユニークな自主
製品で有名な施設です。現在は「幻聴妄想カルタ」の第
２弾を作成中ということで、内容を一部ご紹介して頂き
ました。ユニークな幻聴や妄想に一同驚きました。
５．最後に、Ｌ進藤から精神障害者福祉の歴史と世田谷区
内のネットワークについて説明を行いました。皆さんか
ら感想を頂きましたが、当事者の方は「初めて外部の施
設を見ることができた」とのこと、関係者の方も「３つ
ともタイプが違うとよくわかった」、Ｌ庄司も「全く知
らないことだったが、多くの人が知るべき。自分にも何
ができるか考えていきたい」と感想を述べていました。
次回は、１１月１４日（木）の予定です。
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☆
☆

Ｆｒｏｍ

ＭＥＭＢＥＲＳ

①

９月２９日 １２Ｒ２Ｚ合同稲刈りアクティビティ報告

９月２９日（日）、宮城県大崎市岩出山池月の田んぼにて、
１２Ｒ２Ｚ合同稲刈りアクティビティが実施され、担当キャ
ビネット副幹事として参加して参りました。当クラブの行っ
ている潮来ＬＣ合同食育アクティビティとはまた違った稲刈
りアクティビティでしたので、ご報告いたします。
１２Ｒ２Ｚは東京町田ＬＣ、東京稲城多摩ＬＣ、東京町田
クレインＬＣ、東京町田中央ＬＣの４クラブ。１２Ｒ２ＺＺ
Ｃ志村容一Ｌを中心として企画実施されたアクティビティで
すが、東日本大震災前から行われていて、震災の年は収穫さ
れた米を陸前高田にお届けしたとのこと。今期は収穫した米
を４月に予定されている今期の年次大会のブースで販売する
こととなっています。
前日から現地入りしていた１２Ｒ２Ｚの皆さんを追いかけ
て、東京から鈴木定光ガバナー、キャビネット幹事戸部研一
Ｌ、１２ＲＲＣ中嶋文夫Ｌ、東京日本橋ＬＣ屋代誠一Ｌ、仙
台青葉ＬＣ平嶋敬義Ｌ、それに私Ｌ進藤の６名が東北新幹線
と陸羽東線を乗り継いで最寄りの池月駅まで北上。そこから
田んぼを持つ東京町田クレインＬＣ大沼Ｌの車で現地に向か
いました。現地には、３３２－Ｃ地区ガバナー林昭兵Ｌ、キ
ャビネット幹事北川英之Ｌをはじめとした３３２－Ｃ地区の
皆様、さらに東京葛飾ＬＣの奥山貞夫Ｌも集合していました。
ご挨拶・記念撮影の後、早速稲刈りを行いました。コンバ
インに乗っての稲刈りをかわるがわる体験させていただきま
した。人生初体験のコンバインです。稲穂がたわわに実った
田んぼを、３３０－Ａ地区鈴木定光ガバナーはじめ、両地区
のメンバーが次々と体験させて頂きました。 どうもありがと
うございました。
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（Ｌ進藤）

☆
☆

Ｆｒｏｍ
１０月４日

ＭＥＭＢＥＲＳ

②

３３０－Ｂ地区ﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟ研修会若手ｾﾐﾅｰ懇親会参加報告 （Ｌ進藤）

さる１０月４日（金）、横浜にて開催された、３３０－Ｂ
地区リーダーシップ研修会若手セミナーの懇親会に参加し
て参りました。本来は３３３－Ｃ地区元国際理事後藤隆一
Ｌや３３５－Ａ地区元地区ガバナー団英男Ｌを講師とする
１泊２日の研修で、９月２１日山梨アカデミーＬＣＣＮ５
記念例会に出席した時に強く誘われたのですが、日程の都
合上、１日目夜の懇親会にのみ参加しました。
到着した時は１日目のセミナーの終わり間際で、すぐに
懇親会となったのですが、３３０－Ｂ地区の熱気あふれる
若手会員に加え、３３０－Ｃ地区、３３３－Ｃ地区からも
参加者がいらして、大変な盛り上がりを感じるとともに、
地区を超えての交流が次第にごく普通に行われるようにな
ってきたことを強く感じました。３３０－Ｂ地区の皆様、
ありがとうございました。

☆

１０月５日

４R 合同ﾗｲｵﾝｽﾞﾃﾞｰｱｸﾃｨﾋﾞﾃｨ若洲バーベキュー参加報告

（Ｌ進藤）

１０月５日(土)、若洲海浜公園でライオンズ奉仕デーア
クティビティとして４Ｒ合同の福島県の被災者ご招待バー
ベキューが行われました。東雲住宅に避難してきている福
島県の被災者約１２０名にバーベキューで楽しんでいただ
き、さらにこのあと大江戸温泉にお連れするというもので
す。私は東日本復興支援委員会担当キャビネット副幹事と
して参加しました。
人数の少なかった卓に一緒に入って肉を焼いたり焼きそ
ばを作って食べたりしたのですが、そこで南相馬から来て
いるご夫妻にお話を伺うことができました。
「原発から１５キロ以内の避難区域だったけれども、今
は解除されて自由に出入りできるようになった。しかし水
道や電気は使えず、住むことはできない。誰でも入れると
いうので泥棒がどの家にも入ってしまい、その後戸締りし
ないとさらに動物が入って家がだめになってしまう。泥棒
向けに『物を盗ってもいいけど最後に戸締りをしてくださ
い』と貼り紙した家もあった。」生々しいお言葉に息をのみ
ながら、ただただお話を伺うばかりでした。
震災支援にはまず現地の方の言葉からニーズを拾うことから。その原点に立ち返ることができ
たアクティビティでした。

9

■ 行事予定
１０月

１０月第１例会

於：銀座アスター

１０月１９日・２０日

せたがや未来博

於：世田谷区役所

１０月２３日（水）18：30～

１０月第２例会

於：目黒雅叙園

１０月２７日（日）

わんぱくクラブ育成会秋まつりバザー

於：三軒茶屋

■ 幹事

９日（水）18：30～

阿部より一言
皆様、いつもお世話になっております。また、当クラブメンバーの皆様にお
かれてはクラブ運営にご協力頂いてありがとうございます。
９月２８日に当クラブＣＮ５０記念式典が行われました。５００名近い方々
のご臨席を賜りまして、あらためてライオンズパワーを感じた次第です。また、
好意的なお言葉をたくさんかけて頂いた他クラブメンバーの皆様、ありがとう
ございます。ホッとしたのと同時に素直にうれしかったです。
さて、例年３月に行われている当クラブのメインアクティビィティ－の一つ
である｢少年サッカー教室｣の準備に取り掛かろうとしています。微力を尽くし
て事を進めて参ります。引き続きご協力をお願い申し上げます。 （阿部鉄平）
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